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〜「バーチャルタウン加茂」リニューアルオープン１周年記念イベント〜

「食 と逸 品 得 特 市 」９月 ２１日 （日 曜 ）開 催 ！
現在３８店舗のお店で構成されているバーチャルタウン加茂は、インターネットから「商店イベントトピ
ック」、
「お得なクーポン券」、
「加茂の見どころ、食べどころ」等、市内商店、コミュニティ情報の発信を行
い、これまで多くの方からアクセスをいただいています。
この度、バーチャルタウン加茂を広く市民の皆様から周知いただき、参加店のより良い商品をこの日限り
で割安で提供するため、来たる９月２１日（日）に加茂市産業センターホールにおいてリニューアル 1 周年
記念イベントを開催します。
バーチャルタウン参加店による逸品販売に加え、ＪＡにいがた南蒲の野菜くだもの１００円（ワンコイン）
市や餅つき大会、大抽選会、チビッコ向け遊びコーナーなど多数企画しております。
この日は是非、産業センターにお越しください。
・日
時
９月２１日（日）午前９時３０分〜午後４時３０分
・場
所
加茂市産業センター ホール
・参加店舗
①アーティストショップ セ・ラ・ヴィ ②安中米店 ③㈱鴨川 ④金子米店 ⑤き
（順不同） も乃や ⑥㈲げんきフードサービス ⑦㈲小池時計店 ⑧㈲せとや ⑨㈱丸山 ⑩㈱
割烹山重⑪レディースルーム彩 ⑫新潟アイティアドバンス
（協賛）⑬㈱山忠 ⑭ＪＡにいがた南蒲 ⑮雪椿花びら染めビジネス研究会
・主な内容
・バーチャルタウン参加店による逸品の割引販売
・「うちの看板むすめ」「うわさの職人」「今月の献立」パネル展示紹介
・9:30 オープニング＝加茂新田保育園児達によるチビッコよさこいソーラン出演
・ＪＡにいがた南蒲の野菜くだもの１００円（ワンコイン）市
・餅つき大会（午前 11 時、午後 1 時の２回開催、無料）
・バーチャルタウン体験コーナー設置
・大抽選会、ちびっこ遊びコーナー、 雪椿花びら染め即売 等々
・そ の 他
当日は、午前９時に実施の花火が打ち上がります。
※お問い合わせは、当商工会議所ＴＥＬ５２−１７４０ 指導課（担当／難波）まで。

「やっぱ加茂らいね」〜お買物・ご利用は地元のお店から〜

地 元 買 物 運 動 １０月 １日 スタート！
この事業は、当所卸小売商業並びにサービス業部会所属の会員事業所をはじめ、市内飲食店、理美容店等
の各団体傘下の事業所から参加してもらい「やっぱ加茂らいね」〜お買物・ご利用は地元のお店から〜をキ
ャッチフレーズに、今までとは違う品揃えや店舗レイアウト、サービスの提供に心がけ、消費者の皆さんか
ら「お買物はぜひ加茂のお店から」買ってもらえるよう努力する運動です。
この事業を全市的な取り組みとして、消費者から支持されるお店になることにより売上増加を図り、しい
ては地元購買率の向上につなげたいと考えます。
平成１３年度県消費動向調査では、商品の品揃えや駐車場対策、入りやすい雰囲気作り等が消費者の不満
や要望として回答されており、今後これらの意見についても取り組んでいきますので、商業者はもちろんの
こと工業側からもご支援をいただくとともに、お買物等の際は、地元のお店をご利用くださいますようお願
い申し上げます。
※お問い合わせは、当商工会議所ＴＥＬ５２−１７４０ 指導課（担当／難波）まで。
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〜会員サービス事業

３００人を無料でご招待〜
はな

女優・磯村みどり企画・主演『大地の華』ご招待抽選会ご案内
前号の会員情報でご案内のとおり、加茂商工会議所主催女性会創立２０周年記念協賛行事として、来たる
１０月１８日（土）加茂文化会館大ホールにて、女優磯村みどりさん主演による舞台演劇「大地の華」加茂
公演を開催します。
当商工会議所では、会員サービス事業として、この舞台演劇「大地の華」の入場チケット(全席指定:３，
５００円）を抽選で３００名の方にプレゼントいたします。
・ ご応募は、加茂商工会議所会員事業所（１回２枚まで）に限ります。
・ ２枚ご希望の方で座席が連番とならない場合は、ご了承願います。
・ 応募締め切りは、９月３０日とします。
・ １０月６日の入場チケット発送をもって、当選発表に替えさせていただきます。
・ 完成はがきにより加茂商工会議所へ郵送にてご応募ください。
〒９５９−１３１３加茂市幸町２−２−４ 大地の華チケット係り宛て
（応募はがきには下記の事項をご記入ください）
◎ 希望枚数／ １枚 または ２枚
・事業所名
・担当者名
・電話番号
・ご住所

金融インフォメーション〜金融総合相談･企業情報サービスをご利用ください〜
国民生活金融公庫と新潟県信用保証協会担当者による金融総合相談会を下記により開催します。
１．日時・場所･･･９月２４日（水）午前１０時〜午後３時まで 加茂商工会議所研修室
２．必 要 書 類･･･３期分の決算書・法人企業の方は、他に会社の登記薄謄本、試算表（３ヶ月以内のもの）
３．お 申 込 み･･･ご希望の方は､９月１９日（金）までに必要書類を添えて､当所へ事前にご予約ください｡
≪金利が変更になりました≫
制 度 名
新利率 (％)
旧利率 (％)
当所で取り扱っています国民生活金融公庫「小企業
経営改善資金
１．２
１．３
等経営改善資金（無担保・無保証人）
」並びに「普通貸 (無担保・無保証)
付」の利率が８月１３日から変更になりました。
※詳しくは、当商工会議所 TEL５２−１７４０
普 通 貸 付
１．５
１．６
（担当／桑原、難波、佐藤）まで。

＊ こういう時こそ、企業情報検索サービスをご利用ください
（全国各地の取引先企業をお調べいたします）
当商工会議所では、㈱東京商工リサーチが全国の調査網を使って独自にデータを収集し、情報公開してい
る国内約１４０万件の企業情報をインターネットで検索して会員企業に提供するサービスを実施していま
す。大不況が続いている現下の経済状況の中で、既存取引先や新規取引予定企業の有効な情報が得られます
ので、与信管理の観点からも是非ご活用ください。なお、企業情報検索は１社１，２００円（実費）です。
◎基本情報の主な内容…所在地、従業員数、資本金、株主構成、取引銀行、主力取引企業、
直近３ケ年の決算内容、最近の業況等
※ お問い合わせは当商工会議所 TEL５２−１７４０ 業務課（担当／桑原、佐藤）まで。

労務個別相談会のご案内 〜お気軽にご相談ください〜
企業の経営者、人事担当者を対象に労務個別相談会を随時開催中です。高齢者雇用、就業規則見直し、パ
ート雇用、各種助成金、育児介護等、労務に関する相談を受け付けています。相談料は無料ですので、ぜひ
ご利用ください。
・日時／場所 随時（日程調整いたします） 於：加茂商工会議所研修室
・講
師
社会保険労務士 星 仁一郎 氏
・内
容
各事業所における労務管理等に関する問題点について
○就業規則の変更､見直し ○高齢者雇用 ○育児・介護休業制度 ○各種助成金制度 他
・当所では現行の法律に適応したモデル就業規則（従業員１５名程度の事業場を想定）を作成し、無料で配
布しています｡必要な方はお問い合わせください｡
※ お申し込み、お問い合わせは、当商工会議所ＴＥＬ52‑1740 業務課（担当／阿久津）まで。
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加茂商工会議所パソコン教室

第３期募集（１０月〜１２月）

・会

場：加茂商工会議所

２階パソコン研修室

・時

間：月･水･金曜日の１８：３０〜２０：３０
（全６回コース）

・定

員：１０名（先着順に受付となります）

・受講料：会員/８，０００円

一般/１０，０００円

・テキスト代：①〜⑦

３,４６５円

⑧〜⑨

２,１００円

※雇用促進協議会会員事業所及び従業員
の方は受講料を全額補助いたします。

講座名（各コースとも２時間×６回）
①パソコン基礎コース
②インターネットコース
③ワード基礎コース
④ワード応用コース
⑤エクセル基礎コース
⑥エクセル応用コース
⑦ホームページ作成コース
⑧アクセス２０００コース（データベース）
⑨パワーポイントコース（プレゼンテーション）

●日程
コース名
第１回

A

Ｂ

１０／６日（月） １０／２０日（月）

Ｃ

Ｄ

１１／４日（火） １１／１７日（月）

Ｅ

Ｆ

１２／１日（月）

１２／１５日（月）

第２回

８日（水）

２２日（水）

５日（水）

１９日（水）

３日（水）

１７日（水）

第３回

１０日（金）

２４日（金）

７日（金）

２１日（金）

５日（金）

１９日（金）

第４回

１４日（火）

２７日（月）

１０日（月）

２５日（火）

８日（月）

２２日（月）

第５回

１５日（水）

２９日（水）

１２日（水）

２６日（水）

１０日（水）

２４日（水）

第６回

１７日（金）

３１日（金）

１４日（金）

２８日（金）

１２日（金）

２６日（金）

※

お問い合わせは、当商工会議所 TEL５２−１７４０

指導課（担当／近藤）まで。

定期健康診断のご案内 〜受診料の一部を商工会議所が補助します〜
従業員の定期健康診断の実施は、法律で義務づけられています。企業発展のためには従業員の健康管理が
大切となります。当所では、より受診しやすいよう次のとおり受診料の一部補助を行っていますので、この
機会に従業員全員が受診されますようご案内申し上げます。また当商工会議所では、人間ドックについても、
より受診しやすいよう、会員事業所対象に１名につき 2,000 円を補助しております。低料金で人間ドックが
受診できます。人間ドックは、各検診機関の指定場所で行います。
＝定期健康診断日時＝
１．対 象 者
加茂商工会議所会員事業所の役員、従業員、家族従業員
２．健診機関・日時
実 施 機 関
健 診 日 時
(社)新潟県労働衛生医学協会
９月、１０月は実施いたしません。１１月以降に予定しています。
TEL025‑370‑1960
(社)新 潟 県 健 康 管 理 協 会
① ９月１９日（金） ② １０月２１日（火）
TEL025‑283‑3939
（午前８：３０〜１１：３０､午後１：００〜３：００）
３．場
所
加茂市産業センター
４．受診コース（税込み）
① 政府管掌生活習慣病検診（３５歳以上）
５，８８０円
② Ａコース（全員対象）
６，９３０円
③ Ｂコース（３５歳未満、３６〜３９歳で医師が認めた場合）
２，３１０円
・①生活習慣病検診は大変お得なコースで､社会保険庁から補助が導入されており格安な料金設定となっ
ていますが、現在、このコースはキャンセル待ちの状況で、お申し込みされてもキャンセル待ちとなり
ますので、あらかじめご了承ください。
・②、③は当所から１，０００円補助した特別料金です。
※ お問い合わせは、当商工会議所 TEL５２−１７４０ 業務課（担当／桑原・堀川）まで。
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①電子入札対応セミナー／新しいネット社会でビジネスチャンスを得るために〜

電子認証セミナー（三条・燕・加茂商工会議所共催）
・日 時：９月１０日（水） １３：３０〜１５：３０
・会 場：三条・燕地域ﾘｻｰﾁｺｱ ７階ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨﾎｰﾙ
・講 師：日本電子認証㈱認証事業部認証サービス担当 シニアマネージャー 小野嘉禎氏
新潟県三条土木事務所 所長 八幡泰市氏
・受講料：無料
②労務セミナー／〜備えあれば憂いなし、将来のﾗｲﾌﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞを提案します〜（定員：４０名）
ライフプランニングセミナー「老後の生活設計」（主催：㈱共同ビジネスセンター）
・日 時：９月１３日（土） １４：００〜１５：００
・会 場：㈱共同ビジネスセンター３階大会議室
・講 師：ＣＦＰ認定者・確定拠出年金アドバイザー
１級ファイナンシャルプランニング技能士 武田 昇 氏
・受講料：無 料
③危機管理セミナー／〜経営者必聴〜
企業に課せられた危機管理マニュアル作成と対応のポイント（主催：三条法人会）
・日 時：９月１２日（金） １３：３０〜１６：３０
・会 場：加茂会議所 会議室
・講 師：ファイナンシャルプランナー 振田 仁（ふった ひとし） 氏
・受講料：１，５００円（テキスト代を含む）
④製造業セミナー／〜地場産業再生の可能性を探る〜（定 員：１００名）
ものづくり産地の再生に挑む（三条・燕・加茂商工会議所共催）
・日 時： ９月２４日（水） １６：００〜１７：３０
・会 場：三条・燕地域ﾘｻｰﾁｺｱ ７階ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨﾎｰﾙ
・講 師：（財）大田区産業振興協会 専務理事 山田伸顯（のぶあき） 氏
・受講料：無 料（ただし非会員は１，０００円）
⑤現状改善セミナー・２回シリーズ／〜改革なくして、前進なし！日々の経営からの脱却〜
現状改善の考え方・進め方セミナー（主催：三条法人会加茂地区会）
・日 時：第１講１０月３日（金） １６：００〜１８：３０ 第２講１０月６日（月） １３：３０〜１６：００
・会 場：加茂会議所 会議室
・講 師：活性経営研究所 所長 島田善司氏 ・受講料：１，５００円（テキスト代を含む）
⑥即時業績向上セミナー／〜㈱船井総研による５業種に分かれての徹底した分科会〜
現状突破即時業績向上のコツ（主催：加茂商工会議所青年部）
・日 時：１０月１１日（土） １４：００〜１７：３０
・会 場：湯田上温泉 ホテル小柳
・講 師：元船井総研 取締役本部長 宮内 亨氏、他船井総研チーフコンサルタント４名
・受講料：５００円 （※申込みの際にあてはまる業種に○印をつけてください。）
※申込方法／下記申込書にご記入の上、受講料を添えて当商工会議所ＴＥＬ 52-1740、FAX52-4100、
e-mail satou-m@kamocci.or.jp 業務課(担当／佐藤)へお申し込みください。

経営革新セミナー受講申込書
加茂商工会議所（FAX ５２−４１００

業務課／佐藤）行

所

ＴＥＬ

−

事業所名

ＦＡＸ

−

住

受講セミナー希望日に○印

受 講 者 名

受 講 者 名

①電子入札セミナー(9/10)
②労務セミナー(9/13)
③危機管理セミナー(9/12)
④製造業セミナー(9/24)
⑤現状改善セミナー(10/2、6)
⑥即時業績向上セミナー
(10/11)※下記分科会業種に
○印をお願いします

→

製造業・卸売業・小売業・サービス業・専門工事業（建設）
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